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2017 年 4 月 7 日  

リーボック 
reebok.jp 

 

世界最高峰の障害物レース「リーボック スパルタンレース」 

完走へと導く大会オフィシャルウェア＆シューズをラインアップ 

4.16（日）大阪 / 4.29（土）東京・障害物攻略に向けたトレーニングイベントを開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルフィットネス ライフスタイルブランドのリーボック（所在地：東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号）は、2017 年 5 月 27 日

（土）に日本で初開催となる世界最高峰の障害物レース「Reebok Spartan Race（リーボック スパルタンレース）」を大会メインスポン

サーとしてサポートします。レースを迎えるまでのトレーニングから本番当日までをサポートするオフィシャルウェアとシューズをラインアップする

ほか、レース完走に向けた実践的な障害物トレーニングが体験できるイベント「Reebok SPARTAN TRIAL（リーボック スパルタン トライア

ル）」も 4 月 16 日（日）大阪、4 月 29 日（土）東京の 2 都市で開催します。 

 

「リーボック スパルタンレース」は、ランニングコース内に「ファンクショナルムーブメント」をベースにした動きや⾝体能⼒を高めるタフフィットネ

ス要素を取り入れた障害物が配された「オブスタクル（障害物）レース」です。現在、世界各国で 180 以上のレースが開催され、参加

者数 80万人以上、年間観客数 20万人以上と世界をリードする障害物レースです。リーボックは、この世界最高峰とされる障害物レー

ス「スパルタンレース」と 2013 年からグローバル展開でパートナーシップを結び、オフィシャルメインスポンサーを務めるほか、「スパルタンレー

ス」におけるアパレル、フットウェア、アクセサリーの公式サプライヤーとして、各国で開かれる大会をサポートしています。 

 

日本での初開催にあたり、リーボックではレースまでのトレーニング、レース当日をサポートする

オフィシャルウェアとシューズをラインアップしています。ランニングをメインとしたトレーニング、障

害物を想定したジムトレーニングなどトレーニング内容によってそれぞれウェアとシューズを使い

分けること、目的、トレーニング内容に適したウェア、シューズを使用することにより、効率良く、

最大限にトレーニングの効果が得られます。また、スパルタンレース完走に向け、障害物を使

用した実践的なトレーニング体験ができるイベント「Reebok SPARTAN TRIAL（リーボック ス

パルタン トライアル）」を 4月 16日（日）大阪、4月 29日（土）東京にて開催します。

このトライアルイベントは、本日より参加受付をスタートします。 

 

リーボックは、“Be More Human 人間をきわめろ”というブランドメッセージのもと、日本中の

人たちに向けてフィットネスに対する捉え方や体験を変革することを目指したさまざまな取り

組みを行っています。「リーボック スパルタンレース」で経験する「走る、跳ぶ、登る、汗をかく」

といった人間本来の姿を通し、⾃らの可能性を最大限に高め、成⻑していく全ての人たちを

サポートしていきます。 

 

 

【PRESS RELEASE】 
報道関係各位 
 

リーボック スパルタンレース 

推奨コーディネート 

http://reebok.jp/
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■Reebok Spartan Race“完走”をサポートするオフィシャルギア＆テクノロジー 

※オフィシャルギア一覧【URL: https://fitness.reebok.jp/spartanrace/officialgear/】 

 

【ActivChill T シャツ（アクティブチル Tシャツ）】 

スパルタンレースは障害物を乗り越えるのと同時に多くのランニングパートがあります。より速く走り抜けるためには、レース中に快適なウェア

が必要であり、それを叶えるのが冷却機能を持った Activchill T シャツ（アクティブチル T シャツ）です。アクティブチルは五角形の繊維が

通気を促す空間を作り、ウェア内部に溜まった余分な熱や湿気を外に追い出し、クール＆ドライで快適な衣服内環境を保ちます。また、

二酸化チタンを繊維に加えることで、肌と触れた瞬間に冷んやりと感じる着心地を実現しました。 

 

【ReebokLight（リーボックライト）】 

縦・横方向の屈曲性に優れたソールの前足部とメッシュによるサイド補強、柔軟性に優れたアッパーのコンビネーションにより、さまざまな

動き（ファンクショナルトレーニング等）を取り入れたランニングにも適しています。前足部は足の指も動かせるようゆったりとした作りで、ジ

ム等でのトレーニングでも使用できます。走るだけではなく、さまざまな障害物を乗り越えなければならない「リーボック スパルタンレース」に

向けたトレーニングにも適した一足です。 

 

【CrossFit Nano7.0（クロスフィット ナノ 7.0）】 

スパルタンレースの障害物にはロープ登りなど全⾝を駆使したさまざまな動きが要求されます。CrossFit Nano7.0（クロスフィット ナノ 7.0）

は、アッパーには通気性と柔軟性に優れた強靭なメッシュ素材を採用し、耐久性を持たせたことにより、ロープクライミングなどハードな動き

や摩擦にも耐えられます。また、中足部にはロープを引っ掛けるための凹凸があり、全ての障害物のムーブメントに対応した一足です。 

 
 
【MEN’S アイテム一覧】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 

【RUNNING】 【TRAINING】 

① 

② 

③ 

➊ 

❷ 

➌ ➍ 

①名称：アクティブチルＴシャツ 
品番/カラー：BK7323 ソーラーイエロー 
サイズ：XS/S/M/L/O/XO 
価格：￥4,990（税抜） 

 

③名称：ランニング グラフィック ボードショーツ 
品番/カラー：Ｂ47129 ブラック 
サイズ：XS/S/M/L/O/XO 
価格：￥6,990（税抜） 

②名称：リーボックライト 
品番/カラー：BS5459 
ホワイト/ホワイト/ブラック/ブラック 
サイズ：25.0cm～30.0cm 
価格：￥9,990（税抜） 

➊名称：アクティブチル グラフィック ショートスリーブＴシャツ 
品番/カラー：BK3972 ホライズンブルー 
サイズ：S/M/L/O/XO/2XO 
価格：￥4,990（税抜） 

➋名称：ストレッチ カモフラボードショーツ 
品番/カラー：B46019 ブラック 
サイズ：S/M/L/O/XO/2XO 
価格：￥6,490（税抜） 

➍名称：クロスフィット ナノ 7.0 
品番/カラー：BD2829 ビタミン C 
ソーラーイエロー/ブラック/ブラック 
サイズ：24.5cm～ 31.0cm 
価格：￥14,000（税抜） 

➌名称：Comp3/4 タイツ 
品番/カラー：BK3976 ブラック 
サイズ：S/M/L/O/XO/2XO 
価格：￥4,990（税抜） 

※全て⾃店販売価格です。 

https://fitness.reebok.jp/spartanrace/officialgear/
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【WOMEN’Sアイテム一覧】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■リーボック スパルタンレース日本開催記念 T シャツ 

「リーボック スパルタンレース」日本初開催を記念してデザインされた日本限定グラフィック Tシャツ。黒ベ

ースの生地に前面には白プリントで大胆なグラフィックをあしらい、背面には“2017 SPARTAN RACE 

JAPAN”と日本開催を記念して作られたデザインがプリント。通気性と速乾性に優れた素材の Tシャツは

トレーニングでもレース当日でも衣服内環境を快適に保ち、最大限のパフォーマンスが発揮できるようサ

ポートします。 
 
●名称：Reebok SPARTAN RACE 日本開催記念Ｔシャツ 
●品番/カラー：BK2523/ブラック 
●サイズ：XS/S/M/L/O/XO/2XO 
●⾃店販売価格：￥3,990（税抜） 
 
■発売日 

限定 T シャツは、2017 年 4 月 7 日（金）より発売開始 

※それ以外の商品は、現在発売中です。 

 
■販売店舗 

・リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp） 

・リーボック直営店舗： 

リーボック フィットハブ 六本木ヒルズ/小田急百貨店新宿店/アクアシティお台場/北千住マルイ/ららぽーと湘南平塚 

ららぽーと EXPOCITY/博多キャナルシティオーパ 

・スーパースポーツゼビオ（※一部取扱いのない商品もあります） 

・その他リーボックの取り扱い店舗：（https://store.reebok.jp/） 
 

【RUNNING】 【TRAINING】 

① ② 

③ 

①名称：アクティブチルＴシャツ 
品番/カラー：BK1193 ファイアースパーク 
サイズ：XS/S/M/L/OT 
価格：￥4,990（税抜） 

②名称：ランニング カプリタイツ 
品番/カラー：BJ9874 ブラック 
サイズ：XS/S/M/L/OT 
価格：￥6,990（税抜） 

③名称：リーボックライト 
品番/カラー：BS5458 ブラック/ブラック 

ホワイト/ホワイト 
サイズ：22.0cm～26.0cm 
価格：￥9,990（税抜） 

④名称：ランニング トラック スコート 
品番/カラー：BJ9868 ブラック 
サイズ：XS/S/M/L 
価格：￥4,990（税抜） 

➊名称：スキニーストラップ  
グラフィックブラトップ 

品番/カラー：BK2916 カロテン 
サイズ：S/M/L/OT 
価格：￥5,990（税抜） 

➋名称：アクティブチル タンクトップ 
品番/カラー：BK3134 ブラック 
サイズ：S/M/L/OT 
価格：￥3,990（税抜） 

➌名称：クロスフィット ナノ 7.0 
品番/カラー：BD5119 ソーラーピンク 

ソーラーピンク/ブラック/ 
ブラック/リード/ホワイト/ 
ホワイト 

サイズ：22.0cm～26.0cm 
価格：￥14,000（税抜） 

➍名称：オンブレグラフィック カプリタイツ 
品番/カラー：B45936 カロテン 
サイズ：S/M/L/OT 
価格：￥5,990（税抜） 

④ 

➊ ❷ 

➌ ➍ 

※全て⾃店販売価格です。 

http://reebok.jp/
https://store.reebok.jp/
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■障害物トレーニングイベント「Reebok SPARTAN TRIAL」について 

会場内に設置された障害物 4～5 つを使用し、実践的なトレーニング体験ができます。 

●名称：Reebok SPARTAN TRIAL（リーボック スパルタン トライアル） 

●日時/場所： 

①2017 年 4 月 16 日（日）大阪/阪南大学キャンパス内グラウンド   

②2017年 4月 29日（土）東京/お台場 センタープロムナード夢の広場 

●内容： 

【大坂】スパルタンレースの障害物を会場に設置し、本番を想定したタイム

トライアルレースを実施 

【東京】スパルタンレースの障害物を会場に設置し、ワークショップ形式でト

レーニングセッションを実施 

●費用：1500 円（保険料/消費税込み） 

※申込みは以下 URL より。 

【https://fitness.reebok.jp/spartanrace/trial/】にて発信します。 

 

■キャンペーン情報 

2017 年 4 月 12 日（水）から 5 月 7 日（日）まで対象店舗にてリーボック スポーツ製品（セール品を含む）を 5,400 円（税込）

以上お買い上げのお客さまに抽選で 10 組 20 名様を、5 月 27（土）開催の「リーボック スパルタンレース」にご招待します。 

【対象期間】 

2017 年 4 月 12 日（水）から 5 月 7 日（日）まで ※リーボック オンラインショップは、4 月 7 日（金）よりスタート 

【対象店舗】 

リーボック オンラインショップ（http://reebok.jp/cp/spartan/index.cgi） 

リーボック フィットハブ 六本木ヒルズ/小田急百貨店新宿店/アクアシティお台場/北千住マルイ/ららぽーと湘南平塚 

ららぽーと EXPOCITY/博多キャナルシティオーパ/スーパースポーツゼビオ あすと⻑町店/スーパースポーツゼビオ ドーム札幌月寒店 

 

■Reebok Spartan Race 参加エントリーについて 

●大会 HP より（http://www.spartanrace.jp）エントリー受付中です。 

 

 
【読者、一般のお客様からのお問い合わせ先】 

リーボック アディダスグループお客様窓口  

  0570-033-033 （電話受付 平日 9:30～18:00）  

http://reebok.jp/ 

【報道関係者からのお問い合わせ先】  

  リーボック広報事務局（株式会社イニシャル内） 

  TEL: 03-6821-8054 （電話受付 平日 10:00～18:00） 

     FAX: 03-3584-0727  E-mail：reebok@vectorinc.co.jp 

  担当：佐藤・三木・宮田 
 

【Twitter 】@Reebokjp 

https://twitter.com/Reebokjp/ 

【Instagram 】@reebokjp 

https://instagram.com/reebokjp/   

【Facebook 】 

www.facebook.com/reebokjapan 

※写真はイメージです。 

https://fitness.reebok.jp/spartanrace/trial/
http://reebok.jp/cp/spartan/index.cgi
http://www.spartanrace.jp/
http://reebok.jp/
https://twitter.com/Reebokjp/
https://instagram.com/reebokjp/
file:///C:/Users/ke-sato/Desktop/www.facebook.com/reebokjapan

